
ロータリーの時間「会員増強について」橋本哲会員 雑誌　野口英壽委員長 本日の会食は中華です
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地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

１月第３例会 １月20日（金）

この計　　 11件　　 34,000円

米田英雄会員……

川﨑紀子会員……
米川幸喜会員……
鈴木憲一会員……
谷島孝明会員……
磯崎和実会員……
船橋範行会員……

鈴木由紀子会員…

石川啓司会員……

石井邦明会員……

太田聖史会員……

■ニコニコBOX（１月20日（金）扱）
寒い中、水戸南ロータリークラブの例会ご出席有
難うございます。
改めて皆様、今年も宜しくお願い致します。
娘が志望校に合格出来ました。前途を祝して。
雪が降り、寒いです。
最後の一人が成人しました。
インフルエンザが流行って困っています。
今年初めての参加です。もう会えないと思ってい
た方、おめでとうございます。
茨城の物産展に出展中です。常陸牛弁当を宜しく
お願いします。
今日は土浦で建築士事務所協会の講習会のスタッ
フで、チェックマンをしています。とんぼ帰りし
ます。
年明け早々のノロウィルスからやっと復活しまし
た。今年も宜しくお願いします。
高校３年生の時、同じクラスだった恩田陸さんが
直木賞を受賞しました。

■ビジター
水戸RC　　　鶴屋洋一郎会員
水戸西RC　　多田久寿会員　
水戸東RC　　菊池　敏会員

■財団BOX（１月20日（金）扱）
中本邦彦会員……財団の友献金（第１回）

＄100　11,600円（累計＄5,100）

この計　　　１件　　　$100　　　11,600円

■米山BOX（１月20日（金）扱）
志村　保会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計280,000円）
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計110,000円）
郡司恵一郎会員…準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）
髙橋伸之会員……準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 60,000円）

この計　　　４件　　　40,000円

■会員メークアップ
1/18　水戸西RC　　　　 大金　誠
1/19　北海道2500REC　工藤貴正　
1/23　水戸さくらRC　　 市毛純一　塩沢富夫

若鶏のカツレツとカレー・ライス
春野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー

１. 第８回定例理事会が開催されます。
日　時：１月30日㈪　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.029-302-1010
出席者：理事、役員、オブザーバー
（メークアップ出席となりますので、多数の出席をお願い致します。）

２. 直近の例会・会合スケジュール
・１月28日㈯　「おひさま食堂」　於 緑岡市民センター
　　 8:30～（メークアップ出席）
・１月30日㈪　「定例理事会」　於 天天　　
　　18:30～（メークアップ出席）
・２月３日㈮　例会はありません〈５日第３分区IMに振替〉
・２月５日㈰
　「水戸南RC杯ミニバスケットボール大会」　於 青柳公園市民体育館
　　 8:00～（メークアップ出席）
・２月５日㈰　「第３分区IM」　於 三の丸ホテル
　　13:30～
・２月８日㈬　1-3奉仕研究会　於 でん助　　　
　　18:30～（メークアップ出席）
＊「第３分区ＩＭ」を欠席される会員は、他会合でメークアップ出席をお願い致します。

３. 野澤桜子会員の通称変更について
〈変更前〉野澤桜子 ⇒ 〈変更後〉平山桜子

４. 水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC：２月６日㈪⇒２月５日㈰

於 三の丸ホテル
水戸RC　：２月７日㈫⇒２月５日㈰

於 三の丸ホテル
水戸東RC：２月９日㈭⇒２月５日㈰

於 三の丸ホテル

５. 次回例会日程
第３分区IM
日　時：２月５日㈰ 　13:30～
場　所：三の丸ホテル
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職業奉仕月間

１月第４例会プログラム
2017年１月27日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 奈良早苗会員
 5. 親睦の時間「１月誕生祝」 親睦活動委員会

8日 一毛裕之　　10日 石井浩一
14日 竹内秀雄　　18日 大原康宏
28日 中川勝義　　29日 笹館康男

 6. 会　食
 7. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 8. 幹事報告
 9. クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画発表２」
①奉仕プロジェクト　②職業奉仕
③社会奉仕　④青少年奉仕　⑤国際奉仕
⑥姉妹・友好クラブ交流　⑦ロータリー財団
⑧米山記念奨学　⑨二コニコＢＯＸ　⑩会計

10. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率65.22％
前々週訂正出席率84.78％97名 51名 46名 57.95％１月第３例会（１月20日）

出席状況

第３分区
IMの為



クラブ管理運営　鈴木憲一委員長

プログラム　岡村太郎委員長会場運営　赤岩賢二委員長 ＩＴ資料　長洲雅彦委員長広報　深谷智委員長

親睦活動　小川啓子委員長出席　郡司恵一郎委員長

会員組織　水越光男委員長

ロータリー情報　水口二良委員長

会員増強　橋本哲委員長会員選考　市毛純一委員長職業分類　武田誠委員長

クラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画発表１」を紹介しますクラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画発表１」を紹介します

奉仕プロジェクト委員会
委員長　根本　　次

１.上半期実績
　今年度、米田幹事のご協力により各委員会に新会員を
１名ずつ入れていただき、更に今年度が始まる前に第１
回の委員会を開催していただき委員会皆で事業計画を立
てていただきました。
　その結果、活発な奉仕活動や、新しい奉仕活動が行え
ていると思います。

２.下半期活動計画
　下半期も各委員長に、更なる奉仕活動を行ってもらえ
るように見届けていきたいと思います。

職業奉仕委員会 
委員長　河野　正政

１.上半期実績
　職場訪問（移動例会）を９月第２例会に、当クラブ会員
（国本美加会員）の職場（大学ボウル水戸店）を訪問し、普
段見ることの出来ないボウリング場のバックヤードの見
学や、プロの技術指導など、色々体験を致しました。

２.下半期活動計画
１．職業奉仕月間に因んで、１月第２例会において
「NPB 社団法人日本野球機構審判部クルーチーフ森 
健次郎氏」に講演していただきます。
２．学校訪問（出前授業）プログラムの実施として（時
期：未定）会員が自らの職業を通じて他の人々に奉仕
するという職業奉仕の実践として、地元の学校（現在
葵陵高校に依頼中）に会員自ら出向いて、生徒の皆様
に授業の形で講義をしていただき、「どんな思いで、何
を大切にしているのか」など、次世代の若者に伝えて
いただきます。

社会奉仕委員会
委員長　奈良　早苗

１.上半期実績
　2016年12月４日㈰、1-3会のメンバー主導で、「おひ
さま食堂」実施。

２.下半期活動計画
・2017年１月28日㈯、引き続き1-3会のメンバー主導
で、「おひさま食堂」を実施（毎月）
・ロータリー財団地区補助金による緞帳寄贈

青少年奉仕委員会
委員長　斎藤　孝夫

１.上半期実績
・２月開催の水戸南ロータリークラブ杯開催について、
　中央地区ミニバスケットボール連盟参与小沼義明氏と
協議する。
・学校訪問（出前授業）のプログラム実行について検討
する。
・インターアクトクラブ提唱の可否についてアンケート
調査を行う。

２.下半期活動計画
・２月５日水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケット
ボール大会を、Ｂリーグ茨城ロボッツのリーグ戦前座
試合として行う。

　当日は、父兄の方々にもプロバスケットボールの観戦
をして頂く。

国際奉仕委員会
委員長　髙野　　賢

１.上半期実績
・「この指とまれ」プロジェクトの取り組み
　　「中古消防自動車贈呈プロジェクト」に関して、県内
14クラブから20万円の賛助金を頂いた。

　　また大子・水戸西・下館・しもだて紫水・鹿島中央
の５RCが進める「この指とまれ」プロジェクトに賛助
金を出した。

・国際大会（アメリカ　アトランタ）のPRをした。

２.下半期活動計画
・「中古消防自動車贈呈プロジェクト」の推進。
　　消防自動車の輸出と、贈呈式典段取りを行う。
　　賛助金を頂いたRCに対して、式典の案内を行う。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　及川　　譲 

１.上半期実績
　平成28年12月11日から13日まで韓国清州西原RCへ
創立30周年記念例会に参加致しました。参加者10名に
て訪問し、西原RCへの準備・参加者等の準備、おみやげ
等準備し、当クラブの45周年の準備も踏まえ参加致しま
した。帰国後、写真等を広報へ送付し今後の記録とし、
上半期の委員会の活動を致しました。

２.下半期活動計画
 下半期の活動予定は、３月に友好クラブの高松西RCが
当クラブへ来訪致しますので前夜祭及び接待（観光）等の
企画し準備をして、来訪の際等クラブ会員と高松西RCの
友好・親睦を図れるように、準備をしたいと思います。

ロータリー財団委員会
委員長　米森　　厚

１.上半期実績
　年次基金とベネファクターは目標達成。

２.下半期活動計画
　ポリオプラス基金の協力をお願いさせていただきます。

米山記念奨学委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績
献金状況　114万円（達成率　49％）
　10月の米山月間では例会での卓話及びプレートにより
を呼びかけ、献金が進みましたが、その前後が低調とな
りました。
　また、11月の1-3奉仕研究会にて卓話を行い、近年入

会の会員からも集まり始めています。
　しかし、まだゼロの方も1/3程度いらっしゃいます。

２.下半期活動計画
①上期にできなかった（他クラブにはなりますが）留学
生の活動状況の報告などの情報発信により、米山奨学
金への関心を高める

②こまめに進捗状況をお知らせすること、ゼロの方へ声
掛けをしていくことで、早めに積み上げを行う

③改めて委員会内での情報共有を行い、全体で密な呼び
かけを行う

以上により、目標額を達成したいと思います。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１.上半期実績
献金総額：1,193,000円（333件）
目標額達成者：７名
（長谷川会員・石川会員・河野会員・松本会員・綿引会
長・米田幹事・鈴木（忠）会員）

２万円以上３万円未満：10名
１万円以上２万円未満：31名
５千円以上１万円未満：26名
５千円未満：25名（内０円：17名）

２.下半期活動計画
　上半期に引き続き、ニコニコ献金を呼びかける。

会計委員会
委員長　磯崎　和実 

１.上半期実績
　在籍者全会員から上期分会費納入がいただけ、一般会
計は当初予算通りの順調な収支となっております。

２.下半期活動計画
　引き続き、上半期同様会長・幹事・事務局と連携を密
にし、各委員会の協力もいただきながら、クラブ会計の
健全性維持のため、予算超過に留意しながら厳正な会計
処理を遂行してまいります。
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創立30周年記念例会に参加致しました。参加者10名に
て訪問し、西原RCへの準備・参加者等の準備、おみやげ
等準備し、当クラブの45周年の準備も踏まえ参加致しま
した。帰国後、写真等を広報へ送付し今後の記録とし、
上半期の委員会の活動を致しました。

２.下半期活動計画
 下半期の活動予定は、３月に友好クラブの高松西RCが
当クラブへ来訪致しますので前夜祭及び接待（観光）等の
企画し準備をして、来訪の際等クラブ会員と高松西RCの
友好・親睦を図れるように、準備をしたいと思います。

ロータリー財団委員会
委員長　米森　　厚

１.上半期実績
　年次基金とベネファクターは目標達成。

２.下半期活動計画
　ポリオプラス基金の協力をお願いさせていただきます。

米山記念奨学委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績
献金状況　114万円（達成率　49％）
　10月の米山月間では例会での卓話及びプレートにより
を呼びかけ、献金が進みましたが、その前後が低調とな
りました。
　また、11月の1-3奉仕研究会にて卓話を行い、近年入

会の会員からも集まり始めています。
　しかし、まだゼロの方も1/3程度いらっしゃいます。

２.下半期活動計画
①上期にできなかった（他クラブにはなりますが）留学
生の活動状況の報告などの情報発信により、米山奨学
金への関心を高める

②こまめに進捗状況をお知らせすること、ゼロの方へ声
掛けをしていくことで、早めに積み上げを行う

③改めて委員会内での情報共有を行い、全体で密な呼び
かけを行う

以上により、目標額を達成したいと思います。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１.上半期実績
献金総額：1,193,000円（333件）
目標額達成者：７名
（長谷川会員・石川会員・河野会員・松本会員・綿引会
長・米田幹事・鈴木（忠）会員）

２万円以上３万円未満：10名
１万円以上２万円未満：31名
５千円以上１万円未満：26名
５千円未満：25名（内０円：17名）

２.下半期活動計画
　上半期に引き続き、ニコニコ献金を呼びかける。

会計委員会
委員長　磯崎　和実 

１.上半期実績
　在籍者全会員から上期分会費納入がいただけ、一般会
計は当初予算通りの順調な収支となっております。

２.下半期活動計画
　引き続き、上半期同様会長・幹事・事務局と連携を密
にし、各委員会の協力もいただきながら、クラブ会計の
健全性維持のため、予算超過に留意しながら厳正な会計
処理を遂行してまいります。
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クラブ管理運営　鈴木憲一委員長

プログラム　岡村太郎委員長会場運営　赤岩賢二委員長 ＩＴ資料　長洲雅彦委員長広報　深谷智委員長

親睦活動　小川啓子委員長出席　郡司恵一郎委員長

会員組織　水越光男委員長

ロータリー情報　水口二良委員長

会員増強　橋本哲委員長会員選考　市毛純一委員長職業分類　武田誠委員長

クラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画発表１」を紹介しますクラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画発表１」を紹介します

奉仕プロジェクト委員会
委員長　根本　　次

１.上半期実績
　今年度、米田幹事のご協力により各委員会に新会員を
１名ずつ入れていただき、更に今年度が始まる前に第１
回の委員会を開催していただき委員会皆で事業計画を立
てていただきました。
　その結果、活発な奉仕活動や、新しい奉仕活動が行え
ていると思います。

２.下半期活動計画
　下半期も各委員長に、更なる奉仕活動を行ってもらえ
るように見届けていきたいと思います。

職業奉仕委員会 
委員長　河野　正政

１.上半期実績
　職場訪問（移動例会）を９月第２例会に、当クラブ会員
（国本美加会員）の職場（大学ボウル水戸店）を訪問し、普
段見ることの出来ないボウリング場のバックヤードの見
学や、プロの技術指導など、色々体験を致しました。

２.下半期活動計画
１．職業奉仕月間に因んで、１月第２例会において
「NPB 社団法人日本野球機構審判部クルーチーフ森 
健次郎氏」に講演していただきます。

２．学校訪問（出前授業）プログラムの実施として（時
期：未定）会員が自らの職業を通じて他の人々に奉仕
するという職業奉仕の実践として、地元の学校（現在
葵陵高校に依頼中）に会員自ら出向いて、生徒の皆様
に授業の形で講義をしていただき、「どんな思いで、何
を大切にしているのか」など、次世代の若者に伝えて
いただきます。

社会奉仕委員会
委員長　奈良　早苗

１.上半期実績
　2016年12月４日㈰、1-3会のメンバー主導で、「おひ
さま食堂」実施。

２.下半期活動計画
・2017年１月28日㈯、引き続き1-3会のメンバー主導
で、「おひさま食堂」を実施（毎月）

・ロータリー財団地区補助金による緞帳寄贈

青少年奉仕委員会
委員長　斎藤　孝夫

１.上半期実績
・２月開催の水戸南ロータリークラブ杯開催について、
　中央地区ミニバスケットボール連盟参与小沼義明氏と
協議する。

・学校訪問（出前授業）のプログラム実行について検討
する。

・インターアクトクラブ提唱の可否についてアンケート
調査を行う。

２.下半期活動計画
・２月５日水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケット
ボール大会を、Ｂリーグ茨城ロボッツのリーグ戦前座
試合として行う。

　当日は、父兄の方々にもプロバスケットボールの観戦
をして頂く。

国際奉仕委員会
委員長　髙野　　賢

１.上半期実績
・「この指とまれ」プロジェクトの取り組み
　　「中古消防自動車贈呈プロジェクト」に関して、県内
14クラブから20万円の賛助金を頂いた。

　　また大子・水戸西・下館・しもだて紫水・鹿島中央
の５RCが進める「この指とまれ」プロジェクトに賛助
金を出した。

・国際大会（アメリカ　アトランタ）のPRをした。

２.下半期活動計画
・「中古消防自動車贈呈プロジェクト」の推進。
　　消防自動車の輸出と、贈呈式典段取りを行う。
　　賛助金を頂いたRCに対して、式典の案内を行う。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　及川　　譲 

１.上半期実績
　平成28年12月11日から13日まで韓国清州西原RCへ
創立30周年記念例会に参加致しました。参加者10名に
て訪問し、西原RCへの準備・参加者等の準備、おみやげ
等準備し、当クラブの45周年の準備も踏まえ参加致しま
した。帰国後、写真等を広報へ送付し今後の記録とし、
上半期の委員会の活動を致しました。

２.下半期活動計画
 下半期の活動予定は、３月に友好クラブの高松西RCが
当クラブへ来訪致しますので前夜祭及び接待（観光）等の
企画し準備をして、来訪の際等クラブ会員と高松西RCの
友好・親睦を図れるように、準備をしたいと思います。

ロータリー財団委員会
委員長　米森　　厚

１.上半期実績
　年次基金とベネファクターは目標達成。

２.下半期活動計画
　ポリオプラス基金の協力をお願いさせていただきます。

米山記念奨学委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績
献金状況　114万円（達成率　49％）
　10月の米山月間では例会での卓話及びプレートにより
を呼びかけ、献金が進みましたが、その前後が低調とな
りました。
　また、11月の1-3奉仕研究会にて卓話を行い、近年入

会の会員からも集まり始めています。
　しかし、まだゼロの方も1/3程度いらっしゃいます。

２.下半期活動計画
①上期にできなかった（他クラブにはなりますが）留学
生の活動状況の報告などの情報発信により、米山奨学
金への関心を高める
②こまめに進捗状況をお知らせすること、ゼロの方へ声
掛けをしていくことで、早めに積み上げを行う
③改めて委員会内での情報共有を行い、全体で密な呼び
かけを行う
以上により、目標額を達成したいと思います。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１.上半期実績
献金総額：1,193,000円（333件）
目標額達成者：７名
（長谷川会員・石川会員・河野会員・松本会員・綿引会
長・米田幹事・鈴木（忠）会員）

２万円以上３万円未満：10名
１万円以上２万円未満：31名
５千円以上１万円未満：26名
５千円未満：25名（内０円：17名）

２.下半期活動計画
　上半期に引き続き、ニコニコ献金を呼びかける。

会計委員会
委員長　磯崎　和実 

１.上半期実績
　在籍者全会員から上期分会費納入がいただけ、一般会
計は当初予算通りの順調な収支となっております。

２.下半期活動計画
　引き続き、上半期同様会長・幹事・事務局と連携を密
にし、各委員会の協力もいただきながら、クラブ会計の
健全性維持のため、予算超過に留意しながら厳正な会計
処理を遂行してまいります。

上半期実績報告・下半期活動計画-2上半期実績報告・下半期活動計画-2
2－Vol.44  No26（第2095） Vol.44  No26（第2095）－3

クラブ管理運営　鈴木憲一委員長

プログラム　岡村太郎委員長会場運営　赤岩賢二委員長 ＩＴ資料　長洲雅彦委員長広報　深谷智委員長

親睦活動　小川啓子委員長出席　郡司恵一郎委員長

会員組織　水越光男委員長

ロータリー情報　水口二良委員長

会員増強　橋本哲委員長会員選考　市毛純一委員長職業分類　武田誠委員長

クラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画発表１」を紹介しますクラブ協議会「上半期実績報告・下半期活動計画発表１」を紹介します

奉仕プロジェクト委員会
委員長　根本　　次

１.上半期実績
　今年度、米田幹事のご協力により各委員会に新会員を
１名ずつ入れていただき、更に今年度が始まる前に第１
回の委員会を開催していただき委員会皆で事業計画を立
てていただきました。
　その結果、活発な奉仕活動や、新しい奉仕活動が行え
ていると思います。

２.下半期活動計画
　下半期も各委員長に、更なる奉仕活動を行ってもらえ
るように見届けていきたいと思います。

職業奉仕委員会 
委員長　河野　正政

１.上半期実績
　職場訪問（移動例会）を９月第２例会に、当クラブ会員
（国本美加会員）の職場（大学ボウル水戸店）を訪問し、普
段見ることの出来ないボウリング場のバックヤードの見
学や、プロの技術指導など、色々体験を致しました。

２.下半期活動計画
１．職業奉仕月間に因んで、１月第２例会において
「NPB 社団法人日本野球機構審判部クルーチーフ森 
健次郎氏」に講演していただきます。

２．学校訪問（出前授業）プログラムの実施として（時
期：未定）会員が自らの職業を通じて他の人々に奉仕
するという職業奉仕の実践として、地元の学校（現在
葵陵高校に依頼中）に会員自ら出向いて、生徒の皆様
に授業の形で講義をしていただき、「どんな思いで、何
を大切にしているのか」など、次世代の若者に伝えて
いただきます。

社会奉仕委員会
委員長　奈良　早苗

１.上半期実績
　2016年12月４日㈰、1-3会のメンバー主導で、「おひ
さま食堂」実施。

２.下半期活動計画
・2017年１月28日㈯、引き続き1-3会のメンバー主導
で、「おひさま食堂」を実施（毎月）

・ロータリー財団地区補助金による緞帳寄贈

青少年奉仕委員会
委員長　斎藤　孝夫

１.上半期実績
・２月開催の水戸南ロータリークラブ杯開催について、
　中央地区ミニバスケットボール連盟参与小沼義明氏と
協議する。

・学校訪問（出前授業）のプログラム実行について検討
する。

・インターアクトクラブ提唱の可否についてアンケート
調査を行う。

２.下半期活動計画
・２月５日水戸南ロータリークラブ杯ミニバスケット
ボール大会を、Ｂリーグ茨城ロボッツのリーグ戦前座
試合として行う。

　当日は、父兄の方々にもプロバスケットボールの観戦
をして頂く。

国際奉仕委員会
委員長　髙野　　賢

１.上半期実績
・「この指とまれ」プロジェクトの取り組み
　　「中古消防自動車贈呈プロジェクト」に関して、県内
14クラブから20万円の賛助金を頂いた。

　　また大子・水戸西・下館・しもだて紫水・鹿島中央
の５RCが進める「この指とまれ」プロジェクトに賛助
金を出した。

・国際大会（アメリカ　アトランタ）のPRをした。

２.下半期活動計画
・「中古消防自動車贈呈プロジェクト」の推進。
　　消防自動車の輸出と、贈呈式典段取りを行う。
　　賛助金を頂いたRCに対して、式典の案内を行う。

姉妹・友好クラブ交流委員会
委員長　及川　　譲 

１.上半期実績
　平成28年12月11日から13日まで韓国清州西原RCへ
創立30周年記念例会に参加致しました。参加者10名に
て訪問し、西原RCへの準備・参加者等の準備、おみやげ
等準備し、当クラブの45周年の準備も踏まえ参加致しま
した。帰国後、写真等を広報へ送付し今後の記録とし、
上半期の委員会の活動を致しました。

２.下半期活動計画
 下半期の活動予定は、３月に友好クラブの高松西RCが
当クラブへ来訪致しますので前夜祭及び接待（観光）等の
企画し準備をして、来訪の際等クラブ会員と高松西RCの
友好・親睦を図れるように、準備をしたいと思います。

ロータリー財団委員会
委員長　米森　　厚

１.上半期実績
　年次基金とベネファクターは目標達成。

２.下半期活動計画
　ポリオプラス基金の協力をお願いさせていただきます。

米山記念奨学委員会
委員長　宇留野秀一

１.上半期実績
献金状況　114万円（達成率　49％）
　10月の米山月間では例会での卓話及びプレートにより
を呼びかけ、献金が進みましたが、その前後が低調とな
りました。
　また、11月の1-3奉仕研究会にて卓話を行い、近年入

会の会員からも集まり始めています。
　しかし、まだゼロの方も1/3程度いらっしゃいます。

２.下半期活動計画
①上期にできなかった（他クラブにはなりますが）留学
生の活動状況の報告などの情報発信により、米山奨学
金への関心を高める
②こまめに進捗状況をお知らせすること、ゼロの方へ声
掛けをしていくことで、早めに積み上げを行う
③改めて委員会内での情報共有を行い、全体で密な呼び
かけを行う
以上により、目標額を達成したいと思います。

ニコニコBOX委員会
委員長　太田　聖史

１.上半期実績
献金総額：1,193,000円（333件）
目標額達成者：７名
（長谷川会員・石川会員・河野会員・松本会員・綿引会
長・米田幹事・鈴木（忠）会員）

２万円以上３万円未満：10名
１万円以上２万円未満：31名
５千円以上１万円未満：26名
５千円未満：25名（内０円：17名）

２.下半期活動計画
　上半期に引き続き、ニコニコ献金を呼びかける。

会計委員会
委員長　磯崎　和実 

１.上半期実績
　在籍者全会員から上期分会費納入がいただけ、一般会
計は当初予算通りの順調な収支となっております。

２.下半期活動計画
　引き続き、上半期同様会長・幹事・事務局と連携を密
にし、各委員会の協力もいただきながら、クラブ会計の
健全性維持のため、予算超過に留意しながら厳正な会計
処理を遂行してまいります。

上半期実績報告・下半期活動計画-2上半期実績報告・下半期活動計画-2
2－Vol.44  No26（第2095） Vol.44  No26（第2095）－3



ロータリーの時間「会員増強について」橋本哲会員 雑誌　野口英壽委員長 本日の会食は中華です
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Mito-Minami水戸南

 ロータリークラブ
週　報

国際ロータリー第2820地区　水戸南ロータリークラブ

◆RI加盟承認　1973年（昭和48年）６月７日
◆チャーターナイト　1974年（昭和49年）２月10日

■例会場　水戸プラザホテル  TEL.029-305-8111
■事務所　常陽銀行本店  TEL.029-225-4820
■ＵＲＬ　http://www.mito-m-rc.com

クラブ会報委員会／委員長：石井　浩一　副委員長：佐藤　昌樹　委員：村澤　義行、大金　誠

●会　長　綿引　甚介　会長エレクト　水越　光男
●幹　事　米田　英雄　副会長　　　　鈴木　憲一
　　　　　　　　　　　副幹事　　　　兼子　充裕

幹 事 報 告

出席報告 会 員 数 出 席 数 欠 席 数 本日出席率

地区スローガン：ロータリーに魅力を・一人一人が輝きを！
クラブ会長方針：全員参加で素晴らしいクラブに！RIテーマ：人類に奉仕するロータリー

１月第３例会 １月20日（金）

この計　　 11件　　 34,000円

米田英雄会員……

川﨑紀子会員……
米川幸喜会員……
鈴木憲一会員……
谷島孝明会員……
磯崎和実会員……
船橋範行会員……

鈴木由紀子会員…

石川啓司会員……

石井邦明会員……

太田聖史会員……

■ニコニコBOX（１月20日（金）扱）
寒い中、水戸南ロータリークラブの例会ご出席有
難うございます。
改めて皆様、今年も宜しくお願い致します。
娘が志望校に合格出来ました。前途を祝して。
雪が降り、寒いです。
最後の一人が成人しました。
インフルエンザが流行って困っています。
今年初めての参加です。もう会えないと思ってい
た方、おめでとうございます。
茨城の物産展に出展中です。常陸牛弁当を宜しく
お願いします。
今日は土浦で建築士事務所協会の講習会のスタッ
フで、チェックマンをしています。とんぼ帰りし
ます。
年明け早々のノロウィルスからやっと復活しまし
た。今年も宜しくお願いします。
高校３年生の時、同じクラスだった恩田陸さんが
直木賞を受賞しました。

■ビジター
水戸RC　　　鶴屋洋一郎会員
水戸西RC　　多田久寿会員　
水戸東RC　　菊池　敏会員

■財団BOX（１月20日（金）扱）
中本邦彦会員……財団の友献金（第１回）

＄100　11,600円（累計＄5,100）

この計　　　１件　　　$100　　　11,600円

■米山BOX（１月20日（金）扱）
志村　保会員……米山功労者献金（第８回）

10,000円（累計280,000円）
川﨑紀子会員……米山功労者献金（第１回）

10,000円（累計110,000円）
郡司恵一郎会員…準米山功労者献金（第７回）

10,000円（累計 70,000円）
髙橋伸之会員……準米山功労者献金（第６回）

10,000円（累計 60,000円）

この計　　　４件　　　40,000円

■会員メークアップ
1/18　水戸西RC　　　　 大金　誠
1/19　北海道2500REC　工藤貴正　
1/23　水戸さくらRC　　 市毛純一　塩沢富夫

若鶏のカツレツとカレー・ライス
春野菜を添えて

季節のサラダ

コーヒー

会食メニュー

１. 第８回定例理事会が開催されます。
日　時：１月30日㈪　18:30～
場　所：海鮮厨房「天天」　TEL.029-302-1010
出席者：理事、役員、オブザーバー
（メークアップ出席となりますので、多数の出席をお願い致します。）

２. 直近の例会・会合スケジュール
・１月28日㈯　「おひさま食堂」　於 緑岡市民センター
　　 8:30～（メークアップ出席）
・１月30日㈪　「定例理事会」　於 天天　　
　　18:30～（メークアップ出席）
・２月３日㈮　例会はありません〈５日第３分区IMに振替〉
・２月５日㈰
　「水戸南RC杯ミニバスケットボール大会」　於 青柳公園市民体育館
　　 8:00～（メークアップ出席）
・２月５日㈰　「第３分区IM」　於 三の丸ホテル
　　13:30～
・２月８日㈬　1-3奉仕研究会　於 でん助　　　
　　18:30～（メークアップ出席）
＊「第３分区ＩＭ」を欠席される会員は、他会合でメークアップ出席をお願い致します。

３. 野澤桜子会員の通称変更について
〈変更前〉野澤桜子 ⇒ 〈変更後〉平山桜子

４. 水戸市内RC例会変更
水戸さくらRC：２月６日㈪⇒２月５日㈰

於 三の丸ホテル
水戸RC　：２月７日㈫⇒２月５日㈰

於 三の丸ホテル
水戸東RC：２月９日㈭⇒２月５日㈰

於 三の丸ホテル

５. 次回例会日程
第３分区IM
日　時：２月５日㈰ 　13:30～
場　所：三の丸ホテル
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職業奉仕月間

１月第４例会プログラム
2017年１月27日（金）

 1. 点鐘・開会
 2. ロータリーソング
 3. ビジター・ゲスト紹介
 4. ロータリーの時間 奈良早苗会員
 5. 親睦の時間「１月誕生祝」 親睦活動委員会

8日 一毛裕之　　10日 石井浩一
14日 竹内秀雄　　18日 大原康宏
28日 中川勝義　　29日 笹館康男

 6. 会　食
 7. 会務報告（出席状況報告　ニコニコＢＯＸ　

ロータリー財団　米山記念奨学　その他）
 8. 幹事報告
 9. クラブ協議会

「上半期実績報告・下半期活動計画発表２」
①奉仕プロジェクト　②職業奉仕
③社会奉仕　④青少年奉仕　⑤国際奉仕
⑥姉妹・友好クラブ交流　⑦ロータリー財団
⑧米山記念奨学　⑨二コニコＢＯＸ　⑩会計

10. 点鐘・閉会
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前　週訂正出席率65.22％
前々週訂正出席率84.78％97名 51名 46名 57.95％１月第３例会（１月20日）

出席状況

第３分区
IMの為


